
⽇本に到着した、安⼼してね

2008.09.03

ついに⽇本につきました。すべてが新鮮で、おもしろい*＾-＾*。 お⽗さんお⺟さん、もしこれを⾒たら安⼼してね、こちらはすべて順調です。 ⾶⾏機に３時間も乗って付い
たけど、特にしんどいこともなく、たくさん写真を撮りました。⾶⾏機から⾒た下界の景⾊はとてもきれいで、とてもうつくしかった︕ ⽇本の料理に最初慣れない⼈も多かっ
たけれど、私はとてもおいしいと思った。中華よりおいしい。⽇本料理を覚えて、帰ってから皆にご披露しますね、フフ。 昨⽇は東京の観光展望台から東京の全貌を⾒渡しま
した。４５階から下を眺めると、町は⿊く埋め尽くされていて、北京よりもまだ近代化されているみたいでした。最上階では記念品を売っていたけど、値段を聞いて、唖然とし
てしまいました。物価は相当⾼いです。私の⾏く⼭形県ではもうちょっと安ければいいけれどなあ。さもないと私のように店をぶらぶらするのが好きな⼈間は破産してしまう。
あと、北京での研修のパーティーでは中坊容⼦せんせいにお会いして、びっくりしました︕ もう時間なので、とりあえずここまで︕またね。

戴 澗溪さんの⽇記



⼀週間の⽇記

2008.09.14

⼀週間で⽇記を書いてない…… -------------------- 初めて酒⽥に着いた時、町が⼩さくて、建物が低いという感じ。繁華な都市が好きな⼈にとって、ほんとに慣れないね、で
も、⾵景が美しいし、⽊が多いし、⼤都市にはないほど空気が新鮮だし。 homestayの家族は、お⽗さん、お⺟さん、17歳のお姉さん、12歳の双⼦弟、そして、可愛いチョウ
⽝kiraもいる。家が独⽴した建物で、私はお姉さんと同じ部屋なんだ。家のマナーとか少ないし、家族みんなも親切だし、お⺟さんは料理に上⼿だし*^_^*。 ⽉曜⽇から⽻⿊
⾼校に授業を受けはじめた。はじめは学校のほかの留学⽣と⼀緒に⽇本語の授業を受けたけど、彼らはまだ「私の名前は」とか、そして漢字の書き⽅を勉強してる（幸い私は中
国⼈だ）。やっと⽇本の学⽣と⼀緒に授業を受ける機会を⼿に⼊れた。しかし、私のクラスは国際クラスなので、英語の授業がチョウ多い。それに、⽇本⼈の英語の話し⽅は中
国とはちょっと違って、⽇本の先⽣は⽂法だけを説明して、外教先⽣は会話だけを練習させるんだ。そして、いわゆる⽂法授業は⽂章を翻訳するのを主として、⽂法の説明をあ
まり重視しないようだ。ここでの三時間の授業は中国での⼀時間の授業に相当すると⾔える。私のクラスメートみんなは親切で、熱⼼だ。でも．．．授業中無駄話をする⼈もい
れば、試験中寝ちゃった⼈もいる．．．気絶だ〜〜〜 制服を配った。可愛いスタイル。⼥⼦⽣徒みんなはスカートを上へ巻いて、ミニスカートにした。みんなと同じようにな
るために、私も．．．それにしても、私のスカートはクラスで⼀番⻑いんだ。 先週、homestayのお⽗さんとお⺟さんと⼀緒に温泉に⾏った。 昨⽇、お姉さんの⼥⼦軟式野球
試合を⾒た。試合のルールがまったく分からないけど、みんなと⼀緒に応援していただけだ。結局、お姉さんのチームが勝った。どうやって勝ったのか、さっぱり分からないけ
ど。 （つづく）

戴 澗溪さんの⽇記



バーベキューを⾷べに⾏った

2008.09.20

/先週の⽇記、どうして発表されないのか、分からない/ 夜、homestay先の家族と⼀緒にバーベキューを⾷べに⾏った。酒⽥に住んでいて、⾞でお⽗さんとお⺟さんの友達に会
いに⾏った。バーベキューは農村の庭でやったんだ。 ⽇本の農村は中国のと違う。こっちの庭は⼤きいし、家も広いし、典型的な⽇本式の部屋だ。そして、地⾯には畳が敷い
てある。内装ときれいさは五つ星ホテルの感じ。 みんなでバーベキューしながら、飲料などを飲んだり、喋ったりした。6，7⼈の⼤⼈、9⼈の⼦供で、そのにぎやかさって想
像できる。いろいろ聞かれて、⽇本語で⾃分の考えを表すことができる。バーベキューがほんとに美味しいよ。海のもの、⽜⾁、⽺⾁、昨⽇釣ったばかりの⿂、そして蕎⻨、栗
などもある。（ダイエットの問題は、あとで） バーベキューのあと、⼦供たちは庭の後ろの⼭に登って、⻤ごっこした。⼆回の時、みくという⼥の⼦と⼀組なんだ。野菜の⼩
屋のうしろに隠して、20分経ったが、⾒つからなかった。この間、みくちゃんと話してたほか、星を⾒たのだ。ずっと都市に住んでいて、ひさしぶりにこんなに美しい星空を
眺めた。⿊いかつ⻘い空に、星がダイヤモンドみたいにはめ込んでる。星座もぼんやり⾒える。丸い⽉をたまたま眺めて、今⽇は中秋節だなぁと思い出した。げっぺいを⾷べた
いなぁ︕ ⼦供たちは庭に戻って、⼤⼈たちと⼀緒に花⽕をした。きれいだわ︕ その時、もう夜の10時30分ごろだ。お姉さんと⼆⼈の弟は⾞で寝ちゃった。私は他の五⼈の⼦供
と遊んでた。⼀⼈は栄光棒を庭に隠して、他の⼈はそれを捜す。これは凝ってしまう遊びなんだよ。みんなは11時30分まで遊んで、ベーべキューも終わった。離れ⾟くて、⾞
に戻ったら、眠い感じ。 今⽇、みんなといろいろ話した。⾃分の⽇本語能⼒がちょっと⾼くになった感じ。冗談が話せるレベルだ。 今晩⼀緒にバーベキューを⾷べた⼈は、お
⽗さんとお⺟さんのもとの近所の⼈たちだ。⼤⼈であろうと、⼦供であろうと、みんな親切で、優しい。楽しい⼀⽇だった。

戴 澗溪さんの⽇記



最近の情況．．．．．．

2008.10.16

先⽇茶道⼤会に参加した。⽇記はノートに書いたんだけど、ノートを落としてしまった。⾒つかったら補うしかないんだ。あ〜あ〜。。。 今⽇成績が出た。クラスの⽇本の学
⽣は全部20⼈で私の総得点は⼗番⽬になった。国語の現代⽂は27点だった。不思議なことに、私よりも低い点数を取った⼈もいたなんて。古⽂はクラスメートと⼀緒に勉強し
ていなかったため、古⽂の⽂法と現代⽂のと違っているから、複雑で最後分からなくなったら最悪だ。（みんな古⽂を習っているのでなにかいいアドバイスがある︖）歴史は
64点、理科は76点（半分のは来る前に習ったの。それに専⾨⽤語の⾔い⽅は中国と違っている）。⼀番⼤変なのは地理と情報だった。この⼆つの授業は外国⼈先⽣で英語で教
え、テストも英語だが、意外に点数は⾼かった。そのほか、英会話、英語⼀、英⽂法三つの科⽬。最悪なのは数学だった。まだ習ったことがないものだったが、⾃分の⽬標は--
--100点だったけど︕︕︕結局。。。試験の時、試験問題の裏が⾒なかった。紙⼀⾯だと思って、時間に気になりながらチェックしていたが、試験⽤紙を集める時になってから
裏もあったことが知った︕︕︕︖︖︖成績が出た----37点だったが、平均点数より8点上回った。。。 今クラスのみんなと仲よくしている。しかし特別ないい友達をまだいな
い。もともと私と仲いい⼥の⼦がいたけど最近アメリカの留学⽣と英語の練習をするために私を待ってくれない。。。いつも遅く来るから、どんな授業でも⼀番最後の席に座っ
て、周りは壁とドアで、⼈が少ない。。。 次の計画はお姉さんの⾃転⾞で酒⽥のあちこち周遊するのだ︕先週駅から地図をもらったけど、ここの道は多いがまっすぐの道は少
ない。それに曲りくねる道ばかりで、どんな道でも名前をついていないから、⾯倒だった。私はもともと⽅向⾳痴だから。へへ。また⽅向感を養わなきゃならないね。 もう⼀
つは、先週町へ⾏って、服を買った。灰⾊でどくろの図案が飾ってある上着と三分ズボンにカラーのシマシマストッキング。服は本当に可愛いよ。私のスタイルがあまりよくな
いけど~~~⽇本の服は本当にきれいだな。中にはmade in Chinaの物も多いけどちょっと⾼い。 今⽇はここまで。ご飯を⾷べに⾏くわ。私の⼤好きな⽇本料理〜〜〜

戴 澗溪さんの⽇記



明⽇は学園祭︕

2008.10.23

うちの学校の学園祭の⽇はハロウィン（欧⽶に盛んな⻤節）に近くて、だからいっしょに過ごすことになった。みんなはボール紙の箱をとても⼤きいカボチャの形に切って、そ
して⾃分の好きな⾊を塗りつけた。私は２⾊のカボチャをつくった。最も個性があるやつだった。sayaという仲間がすごく創造⼒があって、⼀⽇をかけて⽴体の墓と⼗字架を
造った。⽔彩絵の具で⾊を塗ったらまったく本ものとそっくりだ。墓碑の⽯のひびまで⽔彩絵の具で細かく描き出した。幕式の上に暗い⾎痕があって、⾒るだけでぞっとする。
更に墓碑の上の名前を⾒たら、みんな笑って気絶そう――――私達のクラス担任の名前だった…… みんなはまた⽴体の⻤砦や紙のカボチャを造って、教室はほとんど⻤の家に
なりそう…… 学園祭にまた⼀つとても重要な活動がある、つまり“出店”だ。それぞれのクラスはキャンパスで簡易な模擬店を建てて、その場でいろんなおいしい⾷べ物を作っ
たり、売ったりする。その上買い物をするとき費⽤払うよ――本当のお⾦︕本⽇から各クラスの学友はすべての教室を回って、⾃分クラスの⾷品券を売買する。本当にマルチ商
法の活動のように熱⼼だ。断ることがすまないと思う⼈の買った券は1週間分以上だ。私は学園祭のとき買うつもりで、いまより少し⾼いが、少なくともはっきり分かると思
う。 学園祭のとき、中国から持ってきたチャイナ・ドレスを着て、親友は⿊ずくめの⾐服を着て巫⼥に扮装する。とても期待している!

戴 澗溪さんの⽇記



学園祭⽇記

2008.11.06

先⽉の事だけど……10⽉末の学園祭は今⽇になって⽇記に書いた。 学園祭とハロウィンの⽇付が近いため、いっしょに過ごした。 1⽇⽬皆が講堂で集まって、いっしょに学園
祭の開幕式を⾒た。（開幕式か︖）司会者は２⼈の3学年の男⼦学⽣で、1⼈は背広を⾝につけていて、１⼈はkittyのパジャマを⾝につけていた（体の全体を覆って、猫のしっ
ぽが垂れている）すごく視覚効果がある。演奏部の公演、応援団の踊り……かなりすばらしかった。突然、すべての明かりが消えて、⿊くなった、停電か︖︕何秒間の暗闇後
に、屋根に掲げてる巨⼤な⾦属のボールは光り始め、屋根と壁にカラー明かりを投げた。場⾯はとても壮観だった…… 次の番組は美⼈のマジックだ、最初は⾼校三年の先輩だ
と思ったが、後は彼⼥が最近有名なマジックスターだと知ってた。美⼈は⻑い時間出演した、20分ぐらい。みんなは夢中に⾒た、その中で箱の中にいる1⼈のかわいそうな男⼦
学⽣を切る番組は⾮常にスリリングだった。⼀番すごかったのはなにひとつもない紙の袋の中から20、30の⼤きい箱を化けたことだ。そのマジック出演者が着た服は伝統的な
厚い服装じゃなく、肩が出たワンピースだった、彼⼥の実⼒に敬服させられた。 続いて、紳⼠服の婦⼈服の展⽰だった、男⽣が婦⼈服を着て、⼥⽣は紳⼠服を着る展⽰だ、最
後に評価して成績発表する、その中で普段まともな男⽣が肩の出るワンピースを着て、化粧してかつらをつけて、少しも男性だと思われない… パーテイが終わった後に、露店
が始まった、露店とは各クラスが校庭のなかで模擬飲⾷店を出すことだ。学⽣達はキャンパスの中で⼩屋を建てて、看板をだして、それにセールスマンが広告看板を挙げて呼び
売りする。私に驚かせたのは本当のお⾦で買ったことだ。各クラスは少し割引券を作った。本当の飲⾷店と同じだ。うちのクラスは担任先⽣の顔を割引券に印刷した。私のクラ
スの露店商品はうどんだ。とても簡単で、インスタント麺をお湯の中で少し通して、みそをかけてのり、にんにくを振りかけたらokだ。他のクラスの軽⾷もとても簡単で、ほと
んど半製品だった。味というと、普通で、価格が⾼過ぎだった。それは認められが、すべの⼈は多かれ少なかれ⾷べ物を買って、主に学園祭の雰囲気を体験するためだ。（私は
2⽇間で1500円ぐらい払ったなんてさい）︕︕︕ 学園祭は露店のほか、ハロウィンの装飾もあった、私達のクラスは会議室の装飾に責任を担当することになった、⿊いビニー
ルシートで会議室中の壁と天井をしっかりと貼ってあって、ビニールシートの上で紙切りのカボチャやコウモリ、幽霊、巫⼥、城をいっぱい貼った、天井から⽩⾊の幽霊が下へ
垂れて、地⾯で墓の模型を並べて、テーブルの上で本当のかぼちゃで彫刻したとても⼤きいお化け顔が置かれてあって、普通の会議室はお化け屋敷になった。 そのほかにカラ
オケ⼤会、ダンス⼤会、腕⽐べ⼤会もおこなわれた。本当にとても楽しい学園祭だった︕

戴 澗溪さんの⽇記



最近のことについて

2008.11.17

先⽉バドミントン部に参加しました︕ 部員達は皆⼩学、中学から練習してきて、私のレベルは⼀番最低です。 先⽣がとてもいい⼈です、いろいろ教えてくれました。練習相⼿
にもなってくれました。 毎⽇バドミントンをする前に、まず3000メートル⾛り終わることになります。私は意外に最後まで⾛りました︕（成功した⾃慢をちょっとさせてくだ
さい）3000メートルの後は15分ぐらいの跳躍運動です。その後、置いておいたバドミントンを取り戻すための⾛る練習です。（また⾛る︕︕）だから、バドミントンをする前
に、私はもうしんどくなりました。 期末試験にひかえているので、⽉曜⽇茶道部の活動はキャンセルしました。⾃分が何か勉強したいですが、どうすればいいか分からない絶
望感を感じてます︕︕国際クラスなので、英語の授業は超多いです。外国⼈先⽣の授業は週に4回、内容は情報と地理です。簡単ですが、たくさんの専⾨⽤語を覚えなきゃいけ
ないです。⽇本⼈先⽣の英語授業を受ける時、私はいつも聞きながら独学します。授業のスピードが遅いし、強調ポイントも中国と全然違います。。数学授業の状況はだいたい
私が1分でできる問題が先⽣10分で説明します。だから、挑戦性が全然ありません。好きなものが少ないです。 ああ。。。。

戴 澗溪さんの⽇記



冒険記。。。

2008.12.27

はらはらする、意外なことにあった。 先々週鶴岡に⾏って、⽻⿊⾼の留学⽣パーティーに参加した。パーティーが終わって、⼀⼈で電⾞で酒⽥に⾏った。これは⼆回⽬で電⾞
に乗った。（⼀回⽬は先⽣と⼀緒に空港までだった。あまり覚えてなかった）。 電⾞の中から、外の駅名の標⽰板が⾒えない。で、アナウンスしか聞かない。アナウンスで
「東酒⽥が到着」って聞いたけど、酒⽥駅は確かに酒⽥市内の東にあると思った。で、降りた。 気絶だ。。。酒⽥東って、酒⽥市外の東の郊外だ。その時は夜の九時ごろ、周
りが畑ばかりで、寂しいプラットホーム、道さえない。駅の従業員に聞きたいけど、待合室って、ただ何平⽅メートルの⼩屋なんだ。中には壁しかない。従業員なんていない。
当時、⼀⼈も⾒えなかった。周りが真っ暗だった。 しょうがない、思い切って他⼈に助けてもらった。畑の中の道で歩いて、⼀番近い家のドアにノックした。⾃分の状況を説
明したら、優しいおばあさんが酒⽥まで送ってくれた。本当に感動した。その時、⼼配して泣いちゃった。（そんなにひどく泣いてなかったけど、さんざんだったので、恥ずか
しい）。そのおばあさんはずっとそばで慰めてくれて、そして北京オリンピックのこと、留学⽣活のことなどをいろいろ聞いてくれた。駅まで送ってくれてから、携帯を貸して
くれて、家族と連絡してもらった。⼤丈夫だと思ってから、去っていった。本当に熱⼼な⼈にあった。。。この⼆三⽇、おばあさんに中国のお⼟産をおくって、感謝する。

戴 澗溪さんの⽇記



久しぶりの⽇記

2009.01.22

この間コンピューターが使えなくなってしまった。きのう、やっと無料のコンピューター⾒つけました︕しかし、⾔語の選択できないので、⽇本語と英語しか出られません。
︓（ これからの⽇記もメッセージも全部⽇本語で書くしかない。ちょっと無理な気がする... 今⽉の⽇記︓ １２⽉３１⽇はおおみそかだった。ホストファミリーといっしょに
おいしいおすしを⾷べて、寝ないで新年の来るのを待っていました。１２時になって、神社に⾏って、今年の幸せや健康を祈りました。私はおみくじを引いて、意外に⼤吉にあ
たりました。 先週ずっと雪が降り続きました。酒⽥は⽇本海岸気候で、冬に雪がいっぱい降るそうです。そして、沿海地区なので、⾵が超強い︕⾵が地⾯や屋根の上の雪を空
に吹いて、空気も真っ⽩になったようです。⾵が強いし、何も⾒えないし、ほとんど歩けない。夜も寒くてたまらない。今セーターを着いたまま、布団を三枚かけて寝ます。
この間ホストファミリーと仙台に⾏ってきました。現代的な都市でにぎやかでした。 明⽇、友達と三川へ遊びに⾏く予定です。交通代１０００円ぐらいで、映画を⾒るとかデ
パートで買い物するとかも約束しました。今⽉も⾚字になってしまうでしょう。でも楽しみです。友達を作るチャンスを絶対逃がさない︕
これは⽇本語で投稿されたものです

戴 澗溪さんの⽇記



⼈形を飾りにいきました︕

2009.02.01

先週の⽇曜⽇、ホストファミリーと、⽥舎のおばあちゃんのうちへ⼈形を飾りに⾏きました。 まず、⼤きい棚を出して、棚の上に⾚い布を覆いました。それから、⼈形の⼿
に、楽器などいろんな道具を持たせて、順番に棚の上に置きました。簡単そうな仕事だけど、実はそんなに簡単ではなかったよ。⼈形は壊れやすいものだから、慎重にしなけれ
ばならないからです。 飾りが終わって、ゆっくりと⼈形を観賞しました。華やかな⼈形は、本当に美しかった︕雛⼈形は、⼦とものおもちゃの⼈形と違って、柔らかくて“可愛
い”ものでなく、“美しい”⼈形です︕
これは⽇本語で投稿されたものです

戴 澗溪さんの⽇記



短い5⽇は終わりました……

2009.02.24

5⽇は本当に短すぎます。まだ⼗分に笑わなくて⼗分に話し合わなくて帰ってきました。2500の字ぐらいの⽇記を書いて、打つ⾃信がないです。改めて書くほかありませんでし
た…… みんなに会ったばかりの時びっくりされて、みんな全員もっときれいになってあるいはもっと⽴派になりました。きれいになる同時に太ってきた⼈もいますよ（名前を
いいません）⽇本料理に適応しましたので、2.5kgをやせてきました。とても不幸なのは、先週その前の休学旅⾏から今⽇までまた3.5kg太ってきました~~>_<~~この何⽇た
いへん徹夜して、あの徹夜していた⼈たちに及びません。みんなは昼間に全員かなり元気に⾒えて、⻘春の⽣命⼒が無限ですね~~~印象の最も深いことが南京街に⾏くことで
す。半年⾷べていない中国料理を⾷べました。街の店の多くは中国⼈が開いたのです。私はいくつかの⿇団を買って、とても感動しながら⾷べました……みんなは⽇本でよく⽇
本料理を享受しましょう。同じ道理で、帰って⾷べられません︕ 晩にプリントシールを写しに⾏きました。せっちゃんと交流センターの先⽣と写した時、私はすべての⼈の髪
の⽑を紫⾊、⾦⾊、緑⾊に塗って、せっちゃんは彼⼥と私の⽬の周囲をアイラインにかきました。プリントシールの中から誰と誰かを⾒抜くのはとても難しいです…… 晩ご飯
の後神社に⾏きました。みんなは1列にたって⽬を閉じて願をかけました。とても敬虔でとても壮観です。私はひと⼭の願をかけて、⽬を開いて⾒ると私⼀⼈だけに残っていま
した。-_-# 先⽣達は最近誕⽣⽇を過ごす学友にカステラを送るあのシーンはとても感動しました。ついでに張輝から1/4のカステラをもらって、とてもおいしかったです。 最
後の1晩のpartyはたいへん困るため、徹夜できませんでした。中間はしゃべって回って来る李越先輩に出くわして、私達のもとの学校の⼊り⼝に⼤いに⼈気がある⼟渣烧饼
店、⾷堂の1元5⾓のパン、流浪猫を話しました。⾮常の懐かしいです…… 最後の⼀⽇の朝趙天歌を起きらせて、この何⽇このルームメートに苦労しました。ブタのように寝て
いる⼈をぐっと起きらせるのが容易な事ではありません。朝ご飯の後に楊萌軒は私に荷物を持って⼿伝うといったら上へ上がりました（とてもに感謝します~）、5分の後、私
は突然荷物がまだ⽚付けていないことを意識しました~~~囧 予想中、別れる⽇に多くの⼈は泣きました。少し悲劇の⾊彩があります。私も感情的になられました…… ここまで
書き終わります。最後に交流センターの先⽣に感謝します。この5⽇に私達を連れてとても充実して暖かくてすごしました。お疲れ様でした︕ 学友達が送ったお菓⼦と楊萌軒の
ホストファミリーが送った贈り物を感謝します。今度私はそんなに細かく考えなかったから、何も持っていかなかったのです。とても本当にきまりが悪いです。私は7⽉にぜひ
おごることを保証します=^_^=

戴 澗溪さんの⽇記



３⽉〜４⽉

2009.04.06

３⽉４⽇は卒業式のリハーサルでした。先⽣たちはその前「サプライズがある︕」と⾔ってた。「サプライズ」とは…リハーサルが終わって、あるバンドはGReeeeNの「歩
み」を演奏しました。バンドのメンバーは…三年の担任の先⽣全員でした︕︕︕先⽣たちは歌だけでなく、ギター、バイオリン、ドラム、キーボードもとても上⼿でした︕この
歌は先⽣が卒業の先輩たちへの最⾼なプレゼント… ３⽉１８⽇、映画「おくりびと」を⾒ました。この映画は今年アカデミー賞を受賞したそうです。その映画は、死んだ⼈に
最後の美、そして永遠の美を与える葬儀屋の話を物語った。主⼈公と⽗親の絆も⼈を感動させる。ちなみに、映画のロケ地は私が住んでいる酒⽥市この辺ですよ︕みんなぜひ⾒
てね︕ 先週雪が降ってきた。超寒かった。桜…もちろんまだ咲いてない。楽しみだわ。早く咲いてほしい︕（＞-＜）
これは⽇本語で投稿されたものです

戴 澗溪さんの⽇記



誕⽣⽇だよぉん︕

2009.06.04

⽇記に書くのが遅くなりましたが、5⽉28⽇は16歳の誕⽣⽇...^_^ アンラッキーだったのは、当⽇が中間テストの最後⽇だったこと。0︓00分、復習をしながらbirthdayを迎
えました。0:10，バドミントン部の真理⼦から、誕⽣⽇の初メールがきましたが、みんな明⽇のテストの準備がんばっているんだろうなあ…… 学校ではたくさんプレゼントを
もらいました。ペンやストラップ、カップなどなど、フフ、すごく嬉しかったです^^ テストの⽅はヒサンで、眼も当てられないってカンジ。粛々と⽉曜⽇の嵐を待つしかない
なあ。 テストだったので、学校は午前中でおしまい。杏奈が誘ってくれて、カラオケに。暗くなるまで歌って、帰るときに彼⼥が驕ってくれるといってくれました。誕⽣⽇の
プレゼントだって。杏奈だいすき︕~~~ 家に帰ったら、お⽗さんとお⺟さんがケーキを買ってきてくれていました︕家の⼈たちからもプレゼントをもらいました。お⽗さんと
お⺟さんからはパジャマ、お姉さんは今年流⾏のちょっとかわったソックス、⼆⼈の弟クン達からはディズニーの腕時計。もう嬉しくて、嬉しくて、プレゼントをもらったから
だけじゃなくて、みんなの気持ちが... 交流センターからのプレゼントも後⽇受け取りました。⽇本に来たばかりの時に撮った集合写真です。噴出しちゃいました。なかなか⾃
分が⾒つけられなくて、家のみんなは私が来たばかりの時と今は全然違うと、ずいぶん変わったって⾔ってます... 異国の地で初めて迎えた誕⽣⽇、でもちっともさびしくあり
ませんでした。この特別な誕⽣⽇はきっと⼀⽣忘れません︕

戴 澗溪さんの⽇記



家に到着︕

2009.07.30

1時間半もかけて書いた ⻑編の原稿が 全部消えちゃった…………………… [発狂ing] 感情もたっぷり込めて書き上げて 書き終わったときは泣いてしまいそうだったのに そして
消えて 本当に泣いた-_-# 無事、家に到着しました︕ 1年間みんなごくろうさま︕

戴 澗溪さんの⽇記



もう⼀回書きます

2010.11.06

この⽇記は2010年短期第4陣の中で発表したやつ。⻑期第三陣の皆に⾒てもらう為にもう⼀度貼っておくよ。私また⽇本に⾏ったんだ〜。東京名古屋⻑野⼤阪〜。嬉しいな〜。
でも帰国後の補習が⾟すぎる︕ 以下⽇記本⽂ ⼼連⼼のカードを2枚も⼿に⼊れたよ~へへ 多分⻑期と短期、両⽅とも参加したことがあるのはあたしだけじゃないのかな︕so
lucky~こんな機会を与えてくれた交流センターの⽅に感謝。 そういえばかーなーりー⻑い間⽇記を書いてなかったね。ダメダメなやつでごめんなさい...(-_-;) 短期と⻑期では
やっぱり⾊々と違う印象を受けたな。今回は視点を変えて、いち旅⾏者として⽇本を⾒ることが出来た気がする。 慣れ親しんだ街道をまた⽬にし、慣れ親しんだ⽇本語を⽿に
して、かつて⽇本で過ごした11ヶ⽉のことをまた思い出してしまいました。 ⻑期第3期の友達の多くは、また⽇本に⾏ったみたいだね。みんな頑張ってね︕⾃分の夢を実現す
るため、頑張って奮闘してね~ 短期第4陣のみんな、こうして出会えたのもなにかの縁、みんなで⼀緒に過ごした12⽇間すごくhighだったよ~ 話は変わるけど、私は今のとこ
ろやっぱり中国の⼤学に通うつもりでいます。でももしかしたら⽇本の⼤学院にも通うかも。仕事に関してはまぁ~ひとつの国に定住したくはないなぁと思ってて、出来れば2
つの国の間を⾏ったり来たりしたい。。へへ~ 交流センターの先⽣⽅、皆さんお元気ですか︖⾊々とお世話になりまして本当にありがとうございました。⻑期も短期も、どちら
の交流活動もほんとに⼤成功でした。それも⼀重に皆さんのおかげです。本当にありがとうございました~ それから佐藤家と伊藤家の皆さんにも感謝。11ヶ⽉だろうとたった1
⽇だろうと、皆さんの家でのhomestayは本当に⼀番素晴らしい思い出となりました。あのような感動はきっとこれからの私の⼈⽣の⼤きな糧となります。皆さん本当にありが
とう。どうかお⾝体にお気をつけて。 PS. プリクラに映ってるのはホームステイ先の莉緒。すごく可愛い⾼校⼀年⽣の妹だよ︕彼⼥は普通の⽇本の⼥⼦とちょっと違うんだ。
スカートは短くしてないし、お化粧もしたことがない。プリクラにもあんまり慣れてないみたいだった…。私は彼⼥の⽅が本物の⽇本⼥性のような気がする（笑）…莉緒はバイ
オリンも上⼿で、勉強熱⼼で、クラシックが好きなんだよ。帰国後私の友達皆、莉緒の笑顔は天使みたいって⾔ってたよ〜。こんな妹がいたらいいのにな︕ 私服の写真は、短
期第4陣の仲間達。⼀つの団は20⼈で、私の団は皆⽯家庄の⾼校⽣。皆この12⽇で仲よしになったよ︕ それから⻑野の⾼校での⼀枚。この⾼校は制服がないから、皆ジャージ
か私服を着てる。⾳楽の授業を体験したんだけど、そこで「ふるさと」の歌を教えてもらった。短期⽣は皆⽇本語ができないから、とっても難しいんだけど、私はこの歌中⼀の
時にもう歌えるようになってたんだ。だから同じグループの⽇本⼈と雑談してた…⾊んなこと話したよ。嵐のこととか…最終的に、本当に中国⼈なのか疑われたくらい・・ う
ん、今⽇はここまで。Dewa、皆頑張ってね〜交流センターの先⽣⽅もお体をお⼤事に。いつも皆のこと想ってます(>3<)

戴 澗溪さんの⽇記



天災...無事を祈ります...

2011.03.15

みんなは⼤丈夫でしょうか︖︖︖ 東京は⽐較的⼤丈夫そうですが... 東北は... ... 外国語の授業でビデオを⾒て、おどろきました。テレビでも毎⽇報道されています。あまりの
ひどさに⽬を覆ってしまいます。 たくさんの命が失われました。たくさんの⼈々が家族を失いました。 ⾒知らぬ⼈々へ、⾃分にできることは海の彼⽅から祈ることだけ。 震源
は東北地⽅、宮城県と聞いて、本当に驚きました。宮城は⼭形のすぐ近く︕私が住んでいた家のお⽗さん、お⺟さんは⾞で仙台にも連れて⾏ってくれたのに。 福島にも⾞で⾏
きました。⾞で何時間かで到着します。相⾺市は壊滅状態、そこで⽴ち寄ってラーメンを⾷べたところです。 地震から⼆⽇後、⼭形の家族と友⼈にやっと連絡が取れました。
酒⽥は停電しただけで、鶴岡は停電もなかったとのこと。震度は５で、震源には近いですが、地震の規模は東京と変わりなかったようです。⼭形のみんなは無事でした。 思韵
は埼⽟に、三期⽣で⽇本いにる⼈もみんな無事だそうです。 ⼆度⽬に⽇本を訪問した際のホストファミリーにもメールを出しました。莉绪ちゃんによると、みんな無事とのこ
と。 今更ながら震えが来ます。 今東京はどんな状況なのでしょうか。 みんなの無事を祈っています。 全てはのりこえられます︕ がんばって︕

戴 澗溪さんの⽇記
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